
- 1 -  

7 

 

 

 

 

 

 

■目  次  

第 12 回年次大会特集 2 

大会総括 2  プレカンファレンス・ワークショップ 3 

パネルディスカッション 4  オープンフォーラム 5   

石井米雄奨励賞選考結果について 7 

 

第 13 回年次大会概要 8 

地区研究会報告 9 

北海道・東北 9  関東 10  関西・中部 12  中国・四国 14   

九州 14 

 

2013 年度第 2 回理事会議事録抄録 15 

お知らせ    

地区研究会のご案内 19  Web 委員会より 19  学会誌について 19   

会員新著紹介 20  事務局より 20  新入会員紹介 21   

関連学会情報 22  お詫びと御報告 23 

19 

編集後記 23 

  

■CONTENTS  

Report on the 12
th

 Annual Conference on Japan Society for Multicultural Relations 2 

Overview of the 12th Annual Conference on Japan Society for Multicultural Relations 2 

Pre-conference Workshop 3  Panel Discussion 4  Open Forum 5   

The Ishii Yoneo Award 7 

 

JSMR 2013 Annual Conference  8 

Reports from the Regional Study Meetings 

Kanto 10  Kansai・Chubu 12  Chugoku・Shikoku 14  Kyushu 14 

9 

Records of the 2013 Board Meetings 15 

Announcements 

Announcements on the Regional Study Meetings 19  From the Web Committee 19 

JSMR Journal 19  New Publications 20  From the Business Office 20 

Introducing New Members 21  Other Conferences 22 

Apology and the New Board members 23 

19 

Editor’s Notes 23 

  

多文化関係学会ニュースレター 

JSMR Newsletter 

第 24号 2014年 2月        http://www.js-mr.org/ 

 

 

 

 



- 2 -  

 

 

 

  

 

 

 

多文化関係学会 2013 年度（第 12 回年次大会）は「多文化関係をかたちづくるもの」を大会テ

ーマに、立教大学新座キャンパスで開催された。すでに本学会では、政治、経済等社会科学的な

大会テーマ、議論が過去に行われて来た。今回はそうした開催状況から消去法的に、地域、文化

などの切り口が選択された。多文化関係の土台としての地域社会の有り様を、地元新座の武蔵野

文化とボランティアガイドの認識を講義と近隣の古刹平林寺へのエクスカーションで探ったプ

レカンファレンスにはじまり、会員による 23 の研究発表が 2 セッションずつ二日に渡って行わ

れ、初日午後は大会総会をはさみ、ポストコロニアルをテーマにしたパネルディスカッションが、

ゲスト講演、パネリスト、それに学会会長を加えて行われた。その後会場を出たエレベータ前フ

ロアで 6 つのポスターセッションが行われ、あちこちでポスター前で立ったまま熱心に議論する

姿が見受けられた。夕刻、隣の棟の学生食堂で開催された懇親会には、開催校のダンスサークル

が、視覚しょうがいを持つ、特に音に敏感な子どもたちにダンス指導を行った経験が多文化関係

の一様態として報告され、ダンスも披露された。 

 二日目午前は前述の通り研究発表が 2 セッション行われ、昼食休憩でインド料理ケータリング

等を食した後、公募パネルがオープンフォーラムとして、2 枠 3 セッションに渡って開催された。

今回もこれまでの研究大会の実績を踏襲した運営ではあったが、今大会はオープンフォーラムの

置き方に特徴があったかもしれない。特に最後の枠は多文化関係学を考える円卓カフェ一本に絞

り、この三日間の総まとめとして、参加者に「多文化関係学と私」について意見交換の場が設け

られた。短時間で十分議論できたとまでは言えないが、いくつかの論点に収斂し、今後の課題も

提示されたように思われる。こうした試みは学際的な学会にとって、時として必要な場なのかも

しれない。 

 会員サービスとして旅行社手配を提供するなど、新たな試みも行われたが、十分な余裕を持っ

て告知されなかった面もあり、今後の反省点としたい。末筆ながら、武蔵野新座に集った百数十

名の会員諸氏のご寛恕ご協力に感謝したい。 

 

  

 第 12回年次大会総括 

－「多文化関係をかたちづくるもの」－ 

第 12回年次大会委員長 舛谷鋭（立教大学） 
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■10 月 18 日（金）大会前日 

場所：立教大学新座キャンパス 2 号館 2 階 N221 

日程：13:30-15:00（13:15 開場） 講演：安島博幸（立教大学観光学部教授） 

   ＜徒歩・バス移動＞ 

15:30-16:30 体験：新座ボランティアガイドツアーin 平林寺 

 

 志木駅南口の停留所で立教前に向かうバスを待っていると、見るともなく見えてくる看板があ

って、そこには「雑木林とせせらぎのまち／新座市へようこそ」とある。この文句だけ読んで実

際に「雑木林とせせらぎ」に足を運んでみる人がいるとはあまり思えない。具体的なイメージを

思い浮かべる手がかりが、看板そのものにも周囲の殺風景な眺めにも皆無だからである。しかし、

なんとなく気にかかることは確かだ。 

 講演者の安島博幸氏は、平成 16 年に国の認可を受けた新座市の地域再生計画の具体化に当初

から携わり、観光研究の立場から提言を行ってきた。新座市は、国木田独歩によって一躍脚光を

浴びることになった「武蔵野」の一角に含まれ、今なおその面影を残している土地柄なのだとか。

独歩は、二葉亭四迷訳によるツルゲーネフの抒情的散文を通して武蔵野の「西欧的」美を発見し

たのであるが、事実、『武蔵野』に付された満谷国四郎の挿絵は、ミレーの描く田園風景に似通

っており、フランス革命で王侯貴族というパトロンを失い、勃興するブルジョワ階級に乗り換え

た美術界が新たに見出した美の影響が遙か極東の島国にまで伝播した結果をここに見ることが

できる。そして、武蔵野に特有の風景を作り上げたのは、元を辿れば、新井白石の翻訳した王安

石に影響された川越藩主松平信綱による再開発事業だったのである。つまり、一見何の変哲もな

い郊外が、その背後に東西文化の合流というドラマを秘めていたわけだ。独歩を受けた田山花袋

に称揚された新座市の「武蔵野」は、現在、平林寺境内を含む野火止用水沿いに残っており、安

島氏の提言もあって遊歩道が整備され、恰好のウォーキング・コースとなっている。安島氏の講

演は、「多文化関係の土台としての地域社会」それ自体が多文化関係によって織り成された事実

を掘り起こすという意味で文字通り奥行きのある内容であった。 

報告者：舛谷鋭（立教大学） 

  

プレカンファレンス・ワークショップ 

「多文化関係の土台としての地域社会： 

 ボランティアガイドと地域イメージ」 
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■10 月 19 日（土）大会初日 

場所：立教大学新座キャンパス 8 号館地下 1 階 N8B1 

日程：14:30-17:00 

基調講演： 野谷文昭（ラテンアメリカ文学者、東京大学名誉教授） 

パネリスト： 宇野邦一（立教大学現代心理学部教授） 

 抱井尚子（本学会会長、青山学院大学国際政治経済学部教授） 

司 会 ： 舛谷鋭（立教大学観光学部教授） 

 

 海外文学の翻訳、いわゆる「ガイブン」を年に十冊以上購入する読者は日本全国で合計しても

三千人しかいないそうだ。こうなると、もはやスタンダール流の「the happy few」どころの騒ぎ

ではなく、単なる村である。その村において最近話題をさらっているラテンアメリカ文学の新星

（とはいえ、本格的な紹介が始まった時点ですでにこの世にはいなかった）、ロベルト・ボラー

ニョとは一体何者なのか。そして、英米文学者の若島正氏を始めとする名うての小説読みたちが

口を揃えて「こんな作家は読んだことがない」と言うその特異な作品がラテンアメリカ文学の伝

統との間に取り結ぶ関係とはいかなるものなのか。ボラーニョの大作『2666』の翻訳（例外的に

7 刷に達したという）に参加した野谷文昭氏は、ガルシア＝マルケスら、先行するラテンアメリ

カ文学の特徴を整理した後、これらの問いへの回答を試みる中で、「多文化関係としてのポスト

コロニアル」状況に果敢に対峙した作家の姿を浮かび上がらせた。 

 1953 年に生まれ、出身はチリだが、長くメキシコに住み、最後はスペインに移住してそこで

2003 年に亡くなったボラーニョは、1960 年代に登場し、日本では 1980 年代にブームを巻き起こ

したラテンアメリカ文学の作家たち――ガルシア＝マルケス、バルガス＝リョサ、コルタサール、

フェンテスら――とは明らかに異質な存在なのだと言う。では、いずれ劣らぬ個性派である（あ

った）彼ら先行世代の方はどのような共通点を持っていたのか。まずキューバ革命に強くインス

パイアされ、「転覆」「脱臼」がキーワードとなるような実験的な作品を書いたこと。そこでは、

それまでヨーロッパ側から一方的に見られてきた南米が見る側に回って主体性を回復する（エド

ゥアルド・ガレアーノ『収奪された大地』、オテロ＝シルバ『自由の王』等）。さらに、ユートピ

ア志向、そしてガルシア＝マルケスの「マコンドもの」に典型的なトポスの構築も、この時期の

ラテンアメリカ作家の共通点として挙げられる。他方、大学出で西欧文学を教養として身に着け

た彼らとは異なり、高校も碌に出ていないボラーニョは、ディックからチェーホフはもちろん、

手当たり次第の多読・乱読によって自己形成を行い、その読書経歴は、お行儀のいい文学という

制度に納まらない野性の雑多さに満ちた異形の作品に反映している。メキシコを舞台とする彼の

作品は、あまり文学には登場しないような人々を一人称で語るという体裁になっていることが多

く、青春時代を過ごした地だけに、野谷氏いわく「瑞々しい」。しかし、同じメキシコを舞台と

していながら、『2666』では、アメリカとの国境の町サンタテレサに世界の矛盾の集約点が見出

されることになる。NAFTA によって外国資本の工場（マキラドーラ）が建ち並び、麻薬組織に

支配されたこの町で、おびただしい数の若い女性労働者たちが連続殺人事件の犠牲になる。現実

パネルディスカッション 

「多文化関係としてのポストコロニアル」 
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の事件をモデルに、ルポルタージュ的な書き方がなされているが、200 人近い犠牲者全員に名前

を付け、その殺され方を淡々と語っていくというような手法はジャーナリストの常道を遙かに逸

脱し、そこで目指されているのは被害者の尊厳の回復である。グローバル化によって人と物と情

報の移動速度が上がった結果、サンタテレサに世界の矛盾が露呈したのだとすれば、ボラーニョ

に先行した作家たちはもはやこのスピードには付いていけず、彼らの作品は今から見れば牧歌的

にすら思われる。 

 野谷氏の講演を受けて宇野邦一氏は、「多文化」に関係するキーワードとして、「リゾーム」、「脱

領土化」、「マイノリティ」といったドゥルーズ＝ガタリ由来の概念を挙げ、ドイツ語というメジ

ャー言語のマイナー化を行ったユダヤ系チェコ人カフカを例に、マイノリティの同一性追求では

なく、言語のヴァリエーションを増殖させ、“異質なもの”を創造する運動がそこでは肯定されて

いたのであって、それまで悪役とされてきたエキゾティスムに自己の変容のチャンスを見たセガ

レンの転倒と重ね合せることができると指摘した。また、ユートピアについては、ミシェル・フ

ーコーがこの語の代わりに提案した「ヘテロトピア」という概念を紹介し、〈現実に存在する、

しかし絶対的に他なる場所〉を求め続けた好例がラフカディオ・ハーンであるとした。 

 多文化関係学会の側から応答した抱井尚子氏は、「今ここ」という「点」だけではなく、多元

的に「面」として、通時的に「線」として事象を複眼的に追求すること（松田陽子「多文化関係

学へのアプローチ」）を理想とする多文化関係学にとって、多くの示唆と勇気を与えられる話で

あったと述べた。その後の登壇者間の討議、会場とのやり取りも活気あふれるものであったが、

テレビのコメンテーターとしてアクチュアルな問題にコメントを求められたらどのように発言

するかという会場からの問いかけに、ボラーニョはローカルな殺人事件をそれだけ描いているの

ではなく、世界の暴力やホロコーストを中心とする大きな歴史を同時に書いていると野谷氏が応

答したことをもって、本パネルは印象的な幕切れを迎えた。 

報告者：舛谷鋭（立教大学） 

 

 

 

 

 

 

■オープンフォーラム１ 

◎N8B1 会場 埼玉の多文化共生をめぐって 

内山弘子（日本語教師）、須田健治（新座市長）、戴紅（埼玉大学）、高柳なな枝（地球っ子クラ

ブ 2000）、コーディネーター：渋谷百代（埼玉大学） 

◎N842 会場 観光の「ソーシャル化」に関する試論 

井上努（練馬区教育委員会）、舛谷鋭（立教大学）、村上和夫（立教大学） 

■オープンフォーラム２ 

◎N842 会場 円卓カフェ—多文化関係学と私— 

石黒武人（明海大学）、抱井尚子（青山学院大学）、小坂貴志（神田外語大学）、渋谷百代（埼玉大学） 

 

オープンフォーラム 
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 今大会のオープンフォーラムは公募制を取り入れ、研究発表を「口頭発表」「ポスターセッシ

ョン」「公募パネル（オープンフォーラム）」と三分し、研究発表 30 分に対して 120 分枠として

募集を行った。その結果、上記の三企画の応募があり、オープンフォーラムとして実施された。 

 最初の枠は 8 号館地下大教室と 4 階中教室の 2 セッションを平行したが、大教室の地域連携パ

ネルでは、地元国立大学の会員をコーディネーターに、大会開催校 OB であり、所在地首長でも

ある、須田新座市長を招き、埼玉県の多文化共生について議論を行った。近隣在住ということも

あり、須田市長が一人飄々と会場に現れた様子は印象深かった。埼玉は、千葉、神奈川などと共

に「東京圏」を構成し、急速に人口流入や都市化を経験している地域であり、プレカンファレン

スでも紹介されたように、武蔵野の原風景や関東旧来の生活風俗を色濃く残している地域でもあ

る。こうした境界、混在地域であるため、多文化共生問題の中心的舞台ではなかったが、だから

こそここで多文化共生を考えなければ、日本の多文化共生状況の理解の裾野を広げることはでき

ない。境界地域の多文化共生の現状が、日本語教師や留学生など様々な立場のパネリストから紹

介があり、学術学会ならではの自由な雰囲気の中で、行政の立場からも応答がなされた。 

 4 階中教室では日本最初の観光学部、前期・後期研究科を持つ大会校から「観光のソーシャル

化」の問題が提起された。観光は楽しみのための旅行だが、これまで観光研究では、旅行につい

ての研究が重視され、「楽しみ」についての研究は少なかった。このパネルでは、「楽しみ」をか

たちづくる装置として、メディアによるソーシャル化に着目し、アニメ聖地巡礼や二次創作を取

り上げ、それらが共同体の祝祭として、過剰に共有されて行く様が紹介された。マスメディアに

おいても、従来情報系だった旅番組が、「もやもやさまぁ〜ず」の例に見られるような娯楽系へ

と拡大していく。ソーシャル化は機械化でも劣化でもなく、高品位化によって差異化するグロー

バリゼーションの中の観光の姿を示していると結ばれた。 

 二番目の枠は今大会最後のセッションで、円卓カフェによる対話形式で、「多文化関係学」に

ついて忌憚のない議論がなされた。本学会は 11 年目を迎えているが、過去 10 年間を振り返り、

多文化関係学の現状と今後について、多様な学術的背景を持つ新旧学会員がどのように理解し、

何を期待しているのか自由に議論する場となった。場の持ち方にも工夫があり、冒頭、趣旨説明

と多文化関係学概説がコーディネーターの一人から行われ、その後 4 グループに分かれ、各グル

ープに抱井会長を初めとするファシリテーターが一人ずつ加わり、意見交換を行った。休憩の後、

全体で議論を再開し、各グループの代表者が、それぞれの意見を提示し、参加者間でさらに意見

交換が行われた。 

 そうした過程で、「多文化」をはじめとする用語の問題や既存学問がとりこぼしている現実の

社会問題への対応、学際的な学会のイメージと方向性、そもそも発足の意義や理由についてなど

の多様な論点が、短い時間ながら浮上した。 

報告者：舛谷鋭（立教大学） 
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 今回の石井米雄奨励賞には、次の 2 名の若手研究者が受賞されました。 

 

「遠慮・察しコミュニケーション」に関する比較調査 

―日本・中国・米国の大学生を対象として― 

小山慎治（電気通信大学） 

 

 「遠慮」や「察し」はこれまで日本人に独特のコミュニケーション・スタイルであるという通

説があったにも関わらず、そのスタイルについて 3 か国の国際比較調査をあえて実施したこと自

体、大きな意義があり、同時に研究の独創性を感じさせるものであった。特に「依頼に対する意

識」に現れる 3 国間の人間関係やコミュニケーションに対する意識・態度の相違が提示されたこ

とは、人々が多文化関係を進めていく上で参考になる知見である。ただし、心理尺度を用いて興

味深い調査結果を引き出しているゆえに、下位尺度の考察が十分になされず、また調査協力者の

妥当性についても十分検討がなされていないことは、今後改善を要する点である。研究者の真摯

な研究態度でどのようにこれらの課題をクリアし研究を発展させるか期待したい。 

 

 

 

中国にルーツを有する若者のアイデンティティ形成過程 

―中華学校卒業生を対象とする質的研究― 

登山笑蘭（青山学院大学大学院） 

 

 日本という環境の中で育った子どもの中国的エスニック・アイデンティティ形成過程を丁寧な

データの分析から導き出しており、研究としては極めて意義深く、独自性も感じられた。形成過

程の流れと複雑性を描くことができる TEM を研究ツールとして選んだことも興味深い。調査協

力者それぞれが何をもって「中国的」アイデンティティと呼ぶのか、何を「中国的」とイメージ

しているのか、等については研究者の中で整理が進んでいるとは言えないが、さらに研究を深化

させていくことで克服されていくと予感させる、研究者としてのポテンシャルが感じられた。 

 

  

石井米雄奨励賞審査コメント 

石井米雄奨励賞審査委員会 委員長 渋谷百代 

 

  

 

第 12 回年次大会特集 
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「津波がきたらたての山へ逃げろ！」 

先代からの教えが地域住民を救い、不思

議と波を切るという波切不動尊という

お不動様が祀られている。名前の通り 3

月 11 日の東日本大震災の時には、海の

すぐ近くにあるにも関わらず不思議と

津波の被害を受けなかった。家に一時戻

ろうとした人たちの多くはこの坂道を

下り、波にさらわれ帰らぬ人となった。 

 

南相馬市観光ボランティアガイド安部

あきこさんの語りから、南相馬市小高区

村上地区の「たての山」にて（写真） 

 

 

 第 13 回年次大会は、11 月 8 日（土）・9 日（日）の両日、コラッセ福島（福島県福島市）で開

催され、福島大学と共催です。大会前日の 7 日（金）には、プレカンファレンスを予定しており

ます。詳細については、学会ホームページでお伝えしていきます。 

 

「『他者』に対する社会的排除と差別：少数派の視点から考えるアカデミアとメディアの

役割と責任」 

Social exclusion and discrimination of "the other" in Japanese society: The roles and responsibilities 

of academia and media seen from the perspectives of minorities 

 

 3.11 以前にもあった排除、差別の関係性に加え、3.11 以後、

そしてとりわけ、原発事故発覚以降、日本社会の様々なところ

で追加的に排除・差別の多様な関係性が生成され、状況は悪化

している。「多文化共生」という言葉が最も輝いてみえた時代

は一昔のような気配となり、民族排外団体の台頭は、もはや一

部の差別者だけの責任とは言えなくなった。民族排外者たちは、

ネットで知り合い、ハンドル名でコミュニケーションをとり、

大阪・鶴橋や東京・新大久保などのコリアタウンでヘイトクラ

イム（憎悪犯罪）実行し、「今日も楽しかったね」と別れてい

く普通の人たちなのである。今や差別・排除の矛先は、在日コ

リアン、アジア系外国人、被差別部落を含む社会のあらゆる弱

者にまで向けられ、その子どもたちにも向けられている。東日

本震災の被災地でも社会的弱者（＝被害者）が生まれ、その新

たな標的となっている。排除・差別は最も弱い者に先鋭化し、

「震災障がい者」にもっとも顕著に表れている。被害は階層化

され、不可視となり、苦悩は封印されてしまう。 

 私たち研究者は東日本大震災という現実を目の当たりにし

たとき、自らの無力さを痛感する。研究者として、被災者とい

う少数派の内在的な視点に立とうとしても、支配的社会のなか

で日常を暮らしているために、多数派の制度にからめとられな

がら、支配層の視点から「歪曲された」形で研究活動を行いが

ちで、その姿勢はやはり傍観者的といわざるを得ない側面があ

る。このような現実を踏まえながら、研究者と社会との関係性

とは何なのか、また研究者をさらにエンパワーさせるには何が

必要なのかを考えるためにも、2014 年多文化関係学会年次大

会は福島市で開催することが決定された。ぜひとも多くの会員

のご参加をお願いしたい。 

  

第 13 回年次大会概要  
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■北海道･東北地区研究会 

日時：7 月 27 日（土）13:00-17:00 

会場：藤女子大学 16 条キャンパス 

テーマ：「絆」再考～今、私たちにできること～ 

 

 2013 年 7月 27 日（土）に北海道・東北支部研究会が行われた。今回のテーマは「『絆』再考～今、

私たちにできること～」であった。当日は以下に紹介する 3 件の報告に学生 15 名を含む 30 名が耳

をかたむけた。質疑応答も活発におこなわれ、4 時間があっという間に過ぎた感がある。東日本大

震災直後から謳われた「絆」は、本学会が求め続けている「多文化の共生」に通じる概念である。

未曾有の震災からすでに 3 年近くの時が経過し、薄れつつある被災地への関心に対して小規模なが

らもなにがしかの意味ある学術的・社会的貢献ができたのではないかと自負している。 

（北海道・東北支部支部長 伊藤明美） 

 

1. 公共的記憶の再構築～ドイツの歴史論争を手がかりに～ 

  報告者：千葉美千子氏 

 本研究報告の目的は、公共的記憶をめぐる議論を可視的としたドイツの「歴史家論争」を手が

かりに、同国の公共的記憶の礎がどのように形づけられたかということについて、ドイツで起こ

った多文化関係学的な視点から描き出すことである。考察にあたっては、 

（1）「公共性」のコンセプトとホロコースト研究の動向を年代別、および福島の原発事故の公共

性の問題にも関連させながら説明し、その後（2）「歴史家論争」の概要、（3）ハーバーマスや現

代史家のミヒャエル・シュテルマ－やエルンスト・ノルテの理論などを取り上げ、（4）日本と多

文化における「官」と「民」のコンセプトの違いなどにも言及され発表された。千葉さんが、こ

れまでフィールド・ワークを基に手掛けてこられた論文をさらに発展させるため、今後は紛争管

理・紛争処理の視点からも本研究を推し進めてもらいたい。 

（文責：札幌大学 御手洗昭治） 

 

2. 東日本大震災と外国人～「外国人被災者支援」活動と｢共生｣への課題～ 

  報告者：李善姫氏 

 石巻市と気仙沼市に居住する外国人が、震災 1年後から現在までどのような生活をしているか、

私達が知り得ない貴重な調査結果の報告で、置かれた苦しい状況に胸が痛む思いになる話も多か

った。また、表には姿が見えにくい結婚移民女性や産業研修生の数の多さに驚いた。日本語能力

が低くても、地域の生活者として生活できていたことが、震災後様々な課題となっていることも

分かった。地域特有の家族の在り方の中で、日本語教室に参加できなかったり、外国人コミュニ

ティーに入ることができなかったことは、震災後の生活にマイナスに影響している場合が多く、

震災という不幸な出来事ではあったが、これを機に新たな取り組みを行政や外国人同士で作り上

地区研究会報告  
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げる必要性が再認識されているとのこと。この地域に移住した外国人の多くが、日本の文化・産

業の維持に貢献していることを、我々がもっと知ることが大切であり、移民外国人が自立できる

環境の整備が急がれる。 

（文責：AFS 小林智佳子） 

 

3. フクシマと向き合う～ドキュメンタリーフィルム「普通の生活」の制作を通して～ 

  報告者：吉田三千代氏 

 吉田さんのお話を聞くのは今回で 3 度目であった。東日本大震災で情報が行き届かない外国人

住民のために専門家を招いて講義を行ったり、震災後の柏原発の現状を知る企画をしたりと、常

に弱い立場の人々の声に耳を傾け、現状を伝えていこうとする吉田さんの姿勢は素晴らしいと思

った。映画「普通の生活」の制作も、福島の人々の思いや現状を皆でいっしょに考えようという

強い思いがあったようである。講演の中で「私たちには、（福島を）これからも見続ける責任が

ある」とおっしゃっていたのが印象的であった。人は起きた出来事に対し、原因を追究してその

場を何とかしようと対策は考えるが、事実を究明して、そこから学んだことを後世に伝える力は

弱い。原発も私たちが良きものと考え、作って維持してきたのだし、今の状況を含め、見続ける

責任があるのかもしれない。私はまだこの映画を見ていないが、機会があればぜひ見てみたいと

思う。 

（文責：藤女子大学大学院修士課程 石丸オリエ） 

 

■関東地区研究会 

日時：5 月 12 日（土）14:00-17:40 

会場：青山学院大学 

 

1. 英語授業による日本人大学生の ELF オーナーシップ 

  話題提供者：柴田亜矢子（しばた・あやこ）氏  椙山女学園大学国際コミュニケーション学部 

（代読者 猿橋順子氏） 

  コメンテーター：猿橋順子（さるはし・じゅんこ）氏  青山学院大学国際政治経済学部 

 

 この発表の目的は、椙山女学園大学で実施された英語授

業を、日本人英語学習者がどのように ELF（English as a 

lingua franca）のオーナーシップを獲得するかという視点か

ら検討し、大学教育における英語授業の可能性を探ること

である。本発表では ELF を第一言語が英語ではない話者

によって使われる接触言語で、母語話者と非母語話者の会

話における使用も含むと定義した。英語のオーナーシップ

は、国際共通言語としての英語を「誰のものか」という視

点で捉えた概念である。これを獲得することにより、安定した社会的、国際的地位を獲得できる

が、そのためには高い熟達度を達成し、英語を自分の長所と捉え、さらに多様な英語話者に通じ

る能力を身につけなければならない。 
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 調査の対象となった英語授業は、論理的なスピーキングおよびアカデミック・ライティング能

力の強化と、非英語母語話者教員による多様な英語使用の役割モデルの提示という二つの目的を

掲げている。発表者は参加者へのインタビュー調査結果から、この授業により ELF を使って国際

的な活動ができるという認識が生まれたとし、ELF オーナーシップを獲得するためには、英語運

用への自信を付け、ネイティブ信仰や完璧主義を脱却することが役立つと結論づけた。 

 今回の報告はオーナーシップの要素のうち「英語の熟達度」に焦点を当てているが、自信を持

って英語が使えるようになればオーナーシップ獲得に役立つのは当然である、その点では従来型

の授業の目的と変わらない。この授業の参加者はもともと日常会話に問題がなく留学経験がある。

それはすなわち、母語話者教員の指導によってある程度の熟達度に達した後に、非母語話者教員

の指導を受けて多様性の意識が育ったことを意味するの

ではないかと感じた。 

 コメンテーターの猿橋順子氏からは大学の英語による

授業を捉える枠組みとして、言語政策研究の知見が応用で

きるとの提案がなされた。日本語母語話者への英語授業に

はスキルの指導だけでなく、イデオロギーや社会的な需要、

政治的判断など複雑な要素が含まれるため、「誰が」「何の

目的で」「どのような手段で」行うのかなどを言語政策理

論の枠組みで整理することが大変有用であると思った。 

（文責：東京外国語大学 新崎隆子） 

 

2. 東アジアでの英語による授業の取り組みを読む 

  話題提供者：渋谷百代（しぶや・ももよ）氏  埼玉大学 

 

 文科省は 2013 年 5 月 21 日に「グローバル人材育成」

を目的とした「スーパー・グローバル・ハイスクール」

を 5 年間で約 100 校設置する方針を発表し、数学・理科

も英語で教えることを想定している。マレーシアで 10

年前に導入された同様の政策は昨年廃止された。本発表

では、マレーシアでグローバル化を前提に 2003 年に導

入された理数科目を英語で指導する政策に関して、マレ

ーシア国立大学 4 学部（教育学部、理工学部、情報工学

部、建築工学部）の学生 500 人を対象に実施されたアン

ケート調査について報告された。 

 本報告では、マハティール政権下で発表された理数科目を英語で指導する政策（PPSMI）の導

入から廃止に至るまでの経緯が説明された。イギリスの旧植民地であるマレーシアでは、グロー

バル化への対応、英語力及び理数科目の強化を目的として、2003 年に PPSMI が導入された。そ

の後、中等学校（2007 年）、初等学校（2008 年）でも導入されたが、英語力水準の向上が見られ

ず、2012 年に廃止された。 

 導入時に小学生だった学生 500 人の回答は専攻により異なる。理数系科目の学習言語に関して
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は、教育学部の約半数がマレー語を希望する一方で、理工の約 6 割、情報工の 7 割強、建築の 8

割が英語を希望した。マレー語と英語の二カ国語での教育に肯定的な回答者（教育・理工の 7 割）

よりも英語だけの指導が効果的だと情報工・建築の約 8 割は回答している。また英語で理数系科

目を学ぶことに関して全体の約 7 割が問題はないと回答しているが、学部別ではインド系学生が

多い建築の 8 割が問題ないとしているのに対して、教育学部は 4 割程度にとどまる。結論として

全体的には理工系科目を英語で学ぶことは効果的と捉

える傾向があるが学部別の差もあり、マレー語での指導

も必要とされていることを示唆した結果となった。 

 日本ではグローバル化が謳われているが「グローバル

人材育成」に具体性がない。高校の教育現場でも理数系

教員が英語で教え、逆に英語教員が理数系科目も教えれ

ば解決することではない。アメリカでのスペイン語二カ

国語教育が児童・生徒の学力及び英語力向上に貢献しな

い前例や、マレーシアの PPSMI 廃止も含め、文科省が

参考すべき世界の事例は多い。 

（文責：国際基督教大学大学院 武田礼子） 

 

■関西・中部地区研究会（その１） 

日時：2013 年 7 月 20 日 13:30-18:00 

場所：関西学院大学上ヶ原キャンパス（西宮・上ヶ原キャンパス）C 号館 

テーマ：グローバル人材育成と言語教育—アジアの未来とダイバーシティ 

 

 平成 24 年から文部科学省で採択された「グローバル人材育成推進事業」は最近様々な大学で

推進されているが果たして具体的には「グローバル人材を育成する」とはどのような意味を持つ

だろうか。今回の研究会では、現在社会で求められている「グローバル人材」について、いくつ

かの大学のプログラムの検討しながら、特に言語政策とダイバーシティの視点から意見交換を行

った。中川慎二氏のコーディネートのもと、経験豊かで多彩な顔ぶれのパネリストと会場いっぱ

いに集まった参加者で充実した発表と意見交換がなされた。 

 まず、大木充氏は、これまで採択されたプログラムをいくつか紹介しながら日本のグローバル人

材育成を特に欧州評議会の CEFR の中心メンバーであるダニエル・コストの提示した異文化間能力

を紹介しながら検討を行った。「日本のグローバル人材育成は実施の仕方によっては逆に多様性を

縮小させてしまう」という氏の警告は現在見過ごされがちな落とし穴を指摘していると感じた。杉

谷眞佐子氏はドイツの言語教育における「文化」の扱いについて具体的な実践事例をもとに報告し、

「特に中等教育から始める重要性」について主張した。グローバル人材の育成はともすれば高等教

育のみを対象に捉えがちであるが氏の主張するように中等教育の視点も必要であろう。 

 後半の発表は特にアジアの視点からで、まず真嶋潤子氏がグローバル人材育成としての日本語

教員養成について自身の教員養成の経験にもとづき報告を行った。次に李洙任氏が自身の様々な

経験をふまえながら現在の白人至上主義、ネイティブスピーカー主義に裏付けされた英語観等の

英語教育の問題点を鋭く指摘した。最後に藤井幸之助氏が韓国語教育の立場から、韓国語教育に
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ついて特に歴史的な背景やとりまく状況や問題点について自身の体験もふまえながら具体的な

報告を行った。これらの発表はグローバル人材育成を考える際、アジアの視点からも重要である

ことを指摘したものであるといえる。 

 「グローバル人材」という言葉にふり回されがちな現在、単に表面的な言葉に踊らされるので

はなく、今回の研究会のように「グローバル人材育成とは何か」について批判的な検討や議論を

していく場を持つことは重要であると感じた。 

（文責：信州大学 徳井厚子） 

 

■関西・中部地区研究会（その２） 

≪異文化ビジネスコミュニケーショントレーニング研究会、多文化関係学会、関西・中部地区研

究会、合同開催研究会≫ 

日時：2013 年 12 月 3 日 18:30-20:00 

場所：龍谷大学深草キャンパス 8 号館第 5 共同研究室 

 

「日本の兵隊を撃つことはできない」と「NO NO BOYS」のあいだ 

―日系人強制収容史に見る“血”と“バイリンガル・バイカルチャル”の罠 

 

講師：デイ多佳子  

プロフィール：大学卒業後、会社員・日本語教師を経て、1986年渡米。カリフォルニア、サウス

ダコタを経て、現在イリノイ州在住。著書「アメリカ社会にチャレンジ」（明石書店 1992）「バナ

ナとりんご」（五月書房 1993）「アメリカインディアンの現在」（第三書館 1998）「日本の兵隊を

撃つことはできない」（芙蓉書房出版 2000）「大きい女の存在証明」（彩流社 2005）「観光コース

でないシカゴ・イリノイ」（高文研 2008）その他、記事論文多数。 

 

 四半世紀を超える滞米生活から、アメリカのパターナリズム（親切心を装う“してやる”的上か

ら目線意識と行動形態）にまっすぐに向き合う姿勢と戦う視線を獲得したディさんは敗戦国民の、

非キリスト教徒の、非白人つまりアジア系の人間として生きる視点で書き続けている。自分の

integrity と dignity（生きる尊厳）のために戦うことを奨励するアメリカ社会からは、身長 170 セ

ンチ以上の女性たちの会「ひまわりの会」を日本で発足させるエネルギーを得、職場での“いじめ”

と“上司への抵抗”行動は、多民族社会アメリカとそこで生き抜く人間を学ぶ貴重な経験となった。

米国社会で少数派として生きる困難、二国の狭間で喘ぐアイデンティティについて歯切れのよい

口調で報告がなされた。戦時中に隔離収容所に入れられた二世は、支配者（アメリカ人）との関

係性においてアメリカ人以上にアメリカに忠誠心を見せた。日本社会では、日本人の価値観を語

るとき、「血縁の重み」」は重要な意味を持つ。しかし、米国社会の日系人が辿った歴史を理解す

ると、「血の重み」は偏狭なナショナリズムや排外性につながっていることがわかる。著者に突

きつけられた“言語の政治力”という観点から、英語のレトリックで、日本語で書かれた内容を描

写するのは不可能であると断言され、翻訳作業の困難さを強調された。 

（文責：龍谷大学 Soo im LEE） 
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■中国・四国地区研究会 

日時：2013 年 7 月 13 日（土） 10:00-12:00 

場所：岡山大学津島キャンパス（岡山県岡山市）文化科学系総合研究棟 204（演習室 4） 

 

日中の個人間における意思疎通－実証研究から理論化へ向けて－ 

講師：奥西有理（岡山理科大学） 

 

 日本と米国の対人関係や、東洋と西洋のコミュニケーションの研究に比べて、日本と中国の対

人的な意思疎通をめぐる異文化間心理学的な研究は、まだ開拓期にあります。そこでは西洋由来

の理論のあてはまりを検証するだけでなく、現象に合わせた理論的修正や、独自の視点による理

論や方法論の提案が期待されます。すなわち実証データの蓄積と、ボトムアップの理論化が求め

られています。そこで現在の実証研究の方法とデータから、今後の方向を探る機会を持ってみよ

うというのが、この企画のねらいでした。当日は日本と中国の間の意思疎通をめぐる研究の現状

が紹介されたのち、講師の呈示した葛藤事例を素材に、参加者がそれぞれの解釈を述べながら、

議論を進めていきました。参加者の中には中国や台湾の出身者がおり、興味深い意見が聞けまし

た。社会文化的文脈には伝統文化のみならず現代の社会事情も組み込まれており、多様な次元で

のすれ違いが葛藤をもたらす可能を持つということが、再認識されました。 

（文責：岡山大学 田中共子） 

 

■九州地区研究会 

日時：2013 年 11 月 30 日（土）13:30-16:30 

会場：九州大学西新プラザ中会議室 

テーマ：地域・学校における「共修」の可能性を考える―「多様性は恩恵を生む」！？ 

The Potentiality of Integration Learning in the Community and the University: 

Gaining Benefit from Cultural Diversity 

 

1. 多文化グループワークにおける「共修」 

Integration Learning through Multi-cultural Group Work 

李暁燕（Li XiaoYan）氏（九州大学大学院比較社会文化研究院・助教） 

 

2. チームで学ぶ生活日本語実践 

The Practice of Learning Daily Japanese Language in Teams 

余銅基（Yeo DongKi）氏、ディヌーシャ・ランブクピティヤ（S. M.Dinusha Thilanganie Rambukpitiya）

氏、藤野謙一（Fujino Kenichi）氏、張暁蘭（Zhang Xiaolan）氏（九州大学大学院比較社会文化学

府「チームで学ぶ生活日本語実践チーム」）、松永典子（Matsunaga Noriko）（九州大学大学院比較

社会文化研究院） 

 

3. 地域日本語教育を「地域で創る」プロジェクト 

Japanese Education By the Community and For the Community Project 



- 15 -  

古田三志（Furuta Mitsushi）氏（さくら日本語教室）、尾林茂（Obayashi Shigeru）氏（高取日本語

教室） 

 

 本研究会では、地域・学校における「共修」の可能

性を考えることを目的とし、以下 3 つ実践報告がなさ

れた。まず、多文化グループワークにおける 2 つの事

例から、異なるバックグラウンドを持つ他者と意見を

共有し、会話することで内省が生まれ、表現するとい

う多文化グループワークのプロセスやその特質につ

いて考察された。次に、九州大学伊都キャンパス周辺

に暮らす外国人留学生・研究生の家族を対象として、

大学院生チームによって運営される日本語クラスに

ついて、運営体制や学習内容、課題の報告があった。レベル別・母語別によって編成されたクラ

スをチーム体制で指導することに関する利点・難点が挙げられ、大学や地域日本語教室の日本語

教育関係者を多く含む参加者からは「支援者」としての大学院生の関わり方や、評価方法につい

ての質問や議論が交わされた。さらに、福岡市で日本語教育を行うボランティアの方より、これ

まで福岡市が行っていたボランティア養成を委託される形で、初めてボランティア自身による日

本語ボランティア養成講座を運営するに至った、これまでの経緯や背景を含めた取り組みを紹介

頂いた。ボランティア組織での、多様な背景を持った人々が運営において利点となっていること

が紹介された。また、日本語教室での媒介言語の必要性や発音修正のレベルなど日本語教育に関

して様々な立場からの意見交換が行われた。 

参加者は 27 名で、大学教員、大学院生、地域のボランティアといった異なる視点から、主に日

本語教育における様々な「共修」の可能性について探る機会となった。 

（文責：九州大学国際教育センター 中島美奈子） 

 

 

 

 

 

 

■第 2 回理事会 

日時：2013 年 10 月 18 日（金）18：40-22：00 

場所：立教大学新座キャンパス 太刀川記念交流会館会議室 

出席理事数 13 名（定足数 12） 

   出席：赤崎、石黒、小田、抱井、笠原、小坂、渋谷、田中、中川、舛谷、李 

   欠席（委任状出席）：松永、守﨑 

   欠席：大谷、寛、今野、山本 

   監事出席：久米、長谷川 

 

 

2013 年度 第 2 回 多文化関係学会理事会 議事録（抄録） 
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議長：小坂、議事録 渋谷 

報告事項： 

（1）事務局報告（石黒、渋谷） 

・事務局長より配布資料に基づき事務局で対応済みあるいは今後対応予定の事項についての報

告があった。 

・財務委員長より、2012 年度収支決算書の監査終了および理事会審議により作成された 2013

年度予算案の総会提案予定が報告された。 

・予算に関連して、ニュースレターの今後のあり方（紙媒体を継続するか、電子化に向かうか）

についての議論があった。今後ニュースレター委員会と広報・Web 委員会で検討する。 

・総会と会計年度のズレについては、予算執行上に問題も多いとの指摘があり、今後検討する。 

 

（2）2013 年度年次大会準備状況（舛谷） 

2013 年度年次大会委員長より、大会の準備状況およびプレカンファレンス企画参加者数に関す

る報告がなされた。 

 

（3）各種委員会報告 

・ニュースレター委員会 

次号のための原稿執筆者および締切日について議長から説明がなされた。 

・各地区研究会 

・北海道・東北地区研究会：7 月 27 日に研究会を実施した。 

・関東地区研究会：5 月 12 日にグローバル化と大学授業の英語化をテーマに青山学院大学で研

究会を実施した。 

・関西・中部地区研究会（中川）：7 月 20 日に関西学院大学で、グローバル人材と言語教育を

テーマに 3 部構成で研究会を実施し、43 人が参加した。 

・中国・四国地区研究会（田中）：7 月に日本と中国の異文化コミュニケーションをテーマとし

た研究会を開催した。委員長からは、今後は研究会が学会への入会につながるような、裾野

を広げる機会となるような活動を考えていくことも視野に入れたい旨の発言があった。 

・九州地区研究会（配布資料 p9-11）：11 月 30 日に、地域・学校における共修の可能性を考え

る、をテーマに九州大学で研究会を実施する旨の告知があった。 

・HP 英語化プロジェクト委員会（小田） 

広報・Web 委員会と連携し、次回の更新時に英語版のアップデートができるよう、現在準備

中であるとの報告があった。 

・学会誌編集委員会（笠原） 

10 号についての編集進行状況および今後のスケジュールについての報告。 

・企画委員会（李） 

2014 年の年次大会を視野に入れながら、研修などファンドレイジング的な企画を検討中であ

るとの報告があった。 
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（4）その他 

①新規入会者アンケート結果の発表（抱井） 

執行部が行った 4～8 月まで入会 21 名を対象に行ったアンケートの結果報告。 

・学生会員は指導教員などからの紹介による入会者が、正会員はウェブ情報による入会者が多

い 

・入会の理由は学会のテーマを挙げる人が多いが、学生会員は発表の場を求めての入会である

ことが多い 

・語学系の興味を持つ人が多い 

 

②2013 年度石井奨励賞選考委員会（渋谷） 

2013 年度の石井奨励賞審査について、第 1 次審査（抄録審査）の結果報告。 

 

審議事項： 

（1）2014 年度年次大会の開催地について 

2014 年の年次大会を福島で開催する件についての審議。第 1 回理事会以降検討が続けられてお

り、その検討材料として中川、李の両理事が行った 3 日間の福島現地視察および懇談について

中川理事より報告があった。 

 

＊審議事項（1）の審議中ではあったが、理事会終了予定時刻を過ぎ退出者があったため定足数

を満たさなくなり、審議は持ち越しとし、臨時理事会を 19日 12 時から開催することになった。 

以上 

 

■臨時理事会 

日時：2013 年 10 月 19 日（土）12：40-13：20 

場所：立教大学新座キャンパス 8 号館 4 階 N841 

出席理事数 15 名（定足数 12） 

   出席：赤崎、抱井、笠原、小坂、今野、渋谷、中川、舛谷、守﨑、李 

   欠席（委任状出席）：大谷、小田、寛、松永、山本 

   欠席：石黒、田中 

   監事出席：久米、長谷川 

 ※オブザーバーについて 

会員 1 名のオブザーバーがいたが、議長による紹介がなく、理事会による確認が議事進行の

事前にとられなかった。 

（議長追記：今後、オブザーバーが理事会に入る場合には、議事進行に先立ち、オブザーバー

を簡単に紹介すること。） 

 

議長：小坂、議事録書記 渋谷 

審議事項： 

（1）2014 年度年次大会の開催地について 
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第 2回理事会からの継続で 2014年度年次大会の開催地について福島とするか否かが議論さ

れた。しかし最終的な結論には至らず、福島での開催を案として検討しているという形で

まずは総会に提示し、理事会内で継続審議することとなった。 

（2）編集委員会からの提案事項について（笠原） 

a）英語による投稿論文の査読者によるコメント対応言語は、審議の結果、学会誌編集委員会

に判断をゆだねることが合意された。 

b）「投稿規定」「執筆要項」の加筆修正の提案があり、編集委員会内の判断で適宜加筆修正を

行うことが認められた。（加筆修正の際は事前に理事会に変更内容を示すこととする。） 

c）査読者を選ぶ際に編集委員会が活用する本学会の会員情報検索キー改善の検討が提案され、

了承される。また、査読者選びが難航した場合は、理事 ML を活用して各理事から適任者

を紹介してもらうようにすることが確認された。 

d）外部査読者の氏名一覧をジャーナルの巻末に掲載するか否かの件について、学会編集委員

会から以下の 2 つの案が提示された。（継続審議の必要あり。） 

・氏名の掲載はせず、謝礼（編集委員会案としては、かかる時間と労力をかんがみ 5,000

円程度）を支払う。 

・氏名の掲載はせず、年度内に本学会に入会していただける場合は、初年度の会費を免除

する。 

以上 
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  地区研究会のご案内    

★関東地区研究会★  

日時：2 月 23 日（日）14:00-17:00 

発表者：綾部功准教授（東海大学文学部英語文化コミュニケーション学科） 

カリフォルニア州立大学ノースリッジ校、スピーチコミュニケーション学科修了、英語

ディベートの日本大会や国際大会（世界大会、アジア大会等）で審判を務める。 

テーマ：ディベート教育 

 

  Web委員会より   

会員登録情報更新のお願い  

Web 管理・広報委員長：今野貴之 

≪登録事項の更新をお願いします≫ 

 

■会員専用サイトでの所属・住所等の変更  

 ご所属・ e-mail アドレスなど会員登録情報の更新をおねがいいたします。会員登録情報の

変更は会員各自で行えます。登録情報を更新しなければ学会からのお知らせが届きません。登録

情報に変更があった場合は更新をよろしくお願い致します。また、e-mail アドレスについては、

現在使用されていないアドレスの方がいらっしゃいますので、今一度ご確認ください。なお、ID

やパスワードがお分かりにならない方は今野（t.konno@mejiro.ac.jp）宛に御連絡下さい。  

 

 

■登録情報変更手順  

1. 多文化関係学会ホームページ（URL：http://www.js-mr.org/） 

2. 学会員専用サイト（会員番号・パスワードを入力し、ログインボタンをクリック） 

3. 登録情報更新をクリック 

4. 変更点を修正し、一番下の更新をクリック 

 

 

  学会誌について   

 現在、『多文化関係学』第 11 号（2014 年度版）の投稿論文・研究ノートの受け付け中です。

締め切りは、2014 年 4 月 30 日（水）です。会員のみなさま方からの投稿をお待ちしております。

投稿に関する詳細は、学会ウェブサイト（http://www.js-mr.org/journal/）にアップされております

「執筆要項」「投稿規定」をご覧ください。2014 年度、これまでの「執筆要項」「投稿規定」に

お知らせ  
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若干の修正を加えております。そのため、投稿に際しましては、必ずご一読いただきますよう、

お願いいたします。 

 

  会員新著紹介    

『問題解決をはかる ハーバード流交渉戦略』 

御手洗昭治編著・秋沢伸哉著（東洋経済新報社，￥1,800 円） 

 

 外交にしろ異文化ビジネス商談にしろ，話し合いによって問題を解決するには戦略的な交渉力

が必要である。本書はその要求を満たしている。日本人の交渉観，欧米人の交渉観とハーバード

流交渉学に影響を与えたライシャワー，フィッシャー，ライファ，それにドカッカーの交渉哲学

の神髄に迫る。 

※刊行は 2013 年 5 月 9 日と増版は年内中となります。 

 

事務局より 

＊学会ホームページ「学会員専用サイト」における会員情報更新のお願い 

 学会ホームページ（HP）http://www.js-mr.org/ では、登録情報の更新などを行える「学会

員専用サイト」があります。情報の確認及び更新をお願い申し上げます。会員情報が更新さ

れていないことで、学会誌やニュースレターがお手元に届かないことがございます。ご協力

のほどよろしくお願い申し上げます。 

 なお、学会員専用サイトへのログインには、会員番号とパスワードが必要です。お忘れに

なった方は、事務局・石黒武人（admin@js-mr.org）までお問い合わせください。 

＊『多文化関係学』第 10 巻が出版されました。 

 今年度会費が未納の方には発送されませんので、ご注意ください。なお、入金が確認され

次第、学会誌は送らせて頂いております。 

＊学会誌『多文化関係学』の販売を株式会社インターブックスに委託いたします 

 学会誌バックナンバーのご購入をお考えの会員の方々は、恐れ入りますが、今後は学会事

務局ではなくインターブックスにお問い合わせください。 

ホームページ：http://www.interbooks.co.jp/index.php 

メールアドレス：info_ml@interbooks.co.jp 

電話番号：03（5212）4652  ファクス番号：03（5212）4655 

 なお、学会誌『多文化関係学』のうち、第 7 巻～第 9 巻は論文検索サイト CiNii にてご覧

いただけます。1 巻～6 巻も順次掲載される予定であることも併せてお知らせいたします。 

  



- 21 -  

新入会員紹介（敬称略、入会順） 

※前号にて 2012 年 11 月 1 日から 2013 年 4 月 30 日までに入会された方として紹介できなかった

方々も含んでいる点をご了承ください。 

会員資格 氏名 所属 研究分野 

一般 稲田 恭明 東京大学 法哲学、多文化主義、自決権 

一般 古川 智樹 関西大学 日本語教育学、会話分析、第 2言語習得 

学生 岩佐 大助 
国際基督教大学（ICU）

大学院 

教師-学習者コミュニケーションの文化横断的研究 

一般 熊田 聖 明治大学 交渉、異文化間交渉 

学生 白 松強 九州大学大学院 
世界無形文化遺産時代下の農村地域の民間信仰の 

伝承と保護 

一般 矢代 基裕 株式会社ワールディング 
海外進出支援、人材教育・紹介、クロスカルチャー

教育 

一般 隈元 正行 南九州短期大学 異文化コミュニケーション論 

学生 緒方 尚美 九州大学大学院 日本語教育 

一般 後藤 理恵 帝京大学 英語教育、異文化コミュニケーション 

一般 恩村 由香子 東京国際大学 
異文化間コミュニケーション 社会言語学  

日本語教育 

一般 倉舘 健一 慶應義塾大学 外国語教育学、学習リソースマネージメント 

学生 登山 笑蘭 青山学院大学大学院 中国にルーツを有する若者のアイデンティティ 

一般 野中 昭彦 中村学園大学 世代間コミュニケーション 

学生 関根 章江 青山学院大学大学院 
日本人留学生を受け入れているホストファミリーに

ついて 

学生 迫 こゆり 岡山大学大学院 異文化適応 

一般 石橋 正孝 立教大学 フランス文学、出版と文学、旅と文学 

一般 武田 淳 
びわこ成蹊スポーツ 

大学 

移民、トランスナショナリズム、質的調査、 

ジェンダー 

学生 金 憲祐 大阪大学大学院 

在ペルー沖縄県人会を事例としての、マイノリティー

社会におけるアイデンティティー・クライシスと 

音楽を通した自己表現 

一般 李 暁燕 
九州大学大学院 

比較社会文化研究院 

多文化教育、留学生教育 

一般 小村 明子 
上智大学アジア文化 

研究所 

日本のイスラームおよび日本人ムスリムに関する 

人類学的考察 

（2013 年 5 月 1 日から 2013 年 10 月 30 日に入会された方） 
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関連学会案内  

 

国際学会開催のお知らせ 

 

 アジア太平洋コミュニケーション学会（PACA）の第 10 回大会が、本年 6 月末にインドネシア

で開催されます。関心のある方は是非ご参加ください。詳細は下記を御覧ください。 

 なお、発表要旨の締め切りは、3 月 31 日です。 

 

10th Biennial Convention of the Pacific and Asian Communication Association 

大会テーマ： “Beyond Asia: Communicating Asian Culture to the World” 

開催日程：2014 年 6 月 24 日～26 日 

開催場所：Bandung, West Java, Indonesia 

発表要旨の投稿締切日：2014 年 3 月 31 日 

学会 HP：http://paca2014.org/ 

問い合わせ先：paca2014.indonesia@gmail.com 

 

Local Committee of 10th Biennial Convention of PACA 2014 

Secretariat: 

Faculty of Communication Science 

Universitas Padjadjaran 

Jl. Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor 45363 

Tel:+6222 7796954 fax:+6222 7794122 

Contact Person: 

Nindi Aristi:+6281221812299 

Efi Fadilah:+6281395353109 

情報提供者 

Dr. Myung Seok Park 

Dr. Satoshi Ishii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日本コミュニケーション学会 第 44 回年次大会 

会期：2014 年 6 月 21 日（土）、22 日（日） 

会場：琉球大学 

テーマ：コミュニケーションと平和 

………………………………………………………………… 

ダグラス＝ラミス氏による学術（基調）講演の他、大

会テーマに関連した特別企画を実施し、コミュニケー

ションと平和の問題を多角的な視点から探る予定。 

異文化間教育学会 第 35 回大会 

会期：2014 年 6 月 7 日（土）、8 日（日） 

＊6 日（金）にプレセミナー 

会場：同志社女子大学今出川キャンパス 
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お詫びとご報告 

 

 前回の 23 号のニュースレターにおいて、「理事および地区研究会委員長」のリストを掲載いた

しましたが、その際、幹事（2 名）と特任理事（1 名）お名前が抜けておりました。3 名の方には

大変失礼を致しました。お詫び申し上げます。 

 今回、改めて会員の皆様にご紹介申し上げます。 

 

幹事 

 久米昭元 立教大学 会計監査 

 長谷川典子 北星学園大学 会計監査 

 

特任理事（海外） 

 Hidasi Judit ブダペスト商科大学（ハンガリー） 

 

 

 

～編集後記～  

 紙面にもありますように、第 13 回年次大会は福島県福島市での開催が予定されていま

す。東日本大震災の発生から 3 年あまりを経過しましたが、大切なことは「関心を持ち

続ける」ということだと思います。その意味では、学会を福島という地で開くというこ

とそのものに大変意味があると考えます。大会開催に向けて努力いただいている理事を

はじめとする関係者の方々に感謝するとともに、多くの会員の方々の参加を願っており

ます。  

 6 月に発行予定の次号 NL では、大会の内容についてより詳細にお伝えする予定をして

おります。それまでは、学会ホームページの情報をご確認ください。  

（NL 委員会：守﨑誠一・大谷みどり・古谷真希）  
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